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◆「確定申告のお知らせ」はがきが届いていませんか？
本年度から申告書用紙は送付されません
国税庁ではコスト削減の観点から、一部の事業者に対し確定申告書の送付をやめ「確定申
告のお知らせ」はがきを送付しています。このはがきが届いた方には申告書が送付されませ
んので、ご注意ください。
なお、申告書用紙は当所に用意してありますので、お気軽にご連絡ください。

確定申告書関係書類は当所窓口に用意してあります。
お気軽にご連絡ください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢、大橋、渡邉）まで。

◆青色申告会無料相談会のご案内
○日 時

３月４日(月)・５日(火)

○場 所

加茂商工会議所会議室

９:３０～１５:３０
（時間内にお越しください）

【当日ご持参いただくもの】
①申告関係書類
②前年度の確定申告書、決算書または収支内訳書の控
③各種控除証明書、源泉徴収票（年金分もお忘れなく）
④印鑑
⑤申告書の提出にはマイナンバーの記載が必要です。確認できる書類をお持ちください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢、大橋、渡邉）まで。

◆会員事業所懇談会のご案内

３月１８日（月）開催

～非会員の方もご参加いただけます
お知り合いの事業所をお誘いください！～
当所では、広く会員事業所のご意見、ご要望等お聞かせいただきたく、また併せて事業所同
士の交流を目的に会員事業所懇談会を開催いたします。この機会に奮ってご参加ください。
○開催日 平成３１年３月１８日（月）１８：３０～
○場 所 ㈲貴布禰（加茂市穀町 10-4 TEL:52-2340）
○会 費 ２,０００円（他は会議所より補助。当日ご持参ください）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、渡邉）まで。
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◆「ゆきつばき共済」ご加入の皆様へ
制度改定に伴う同意確認のお願い
当所取り扱いの「ゆきつばき共済制度」（アクサ生命㈱）は、２０１９年６月１日の更新か
ら制度内容が大幅に改定されます。リニューアル後の内容は生存保障の充実を目指し、各給付
金や一時金の内容並びに付帯サービスの充実が図られています。
つきましては、現在ご加入の皆様に同意確認をいただくため、２月１日よりアクサ生命㈱加
茂分室の社員が各事業所を訪問いたします。お忙しいところ誠に恐れ入りますが、ご協力賜り
ますよう、よろしくお願い申しあげます。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉、山本）まで。

◆小規模企業共済のご案内／個人事業主のための退職金積立制度
年額掛金が所得から全額控除～節税対策に有効～
［加入資格］常時使用する従業員数が２０名以下（商業・サービス業５名以下）の個人事業
主または会社役員の方が対象です。
※個人事業主の「共同経営者（配偶者及び後継予定者の事業専従者）」も加入
できます。
［掛
金］１,０００円から７０,０００円の範囲内で自由に設定可能。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、山本、明間）まで。

◆加茂市内制度融資一番の低利率
営業車入替・備品調達・諸経費支払等々…etc 柔軟に対応！

担保なし・保証人なし・保証料なし

1.11

（秘密厳守）

％

※１月３１日現在

固定金利

○対 象 企 業 常時使用する従業員が商業・サービス業：５人以下
〃
製造業・建設業・その他：２０人以下
○融資限度額 ２,０００万円
○返 済 期 間 運転資金：７年(据置１年以内) 設備資金：１０年(据置２年以内)
○貸付までの流れ
お申し込み → 商工会議所／審査会

→ 日本政策金融公庫へ推薦

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。
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→ 貸付決定・融資

◆経営のお悩みに無料相談会をご利用ください
〇日本政策金融公庫相談会
２月１２日（火）
１０:００～１２:００
〇新潟県信用保証協会相談会
２月１３日（水）
※日程が合わない場合は再調整い
○税務、事業承継
２月１８日（月）
たしますのでご相談ください。
○経営、創業／法律相談会
２月２１日（木）
〇労務相談会
２月１５日（金）、３月 1 日（金）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆健康診断のご案内～当所会員事業所には受診料を補助します～
◎基本検査項目
①既往歴及び業務歴の調査 ②自覚症状及び他覚症状の有無の検査 ③身長・体重・Ｂ
ＭＩ・視力・聴力の測定 ④胸部Ｘ線検査 ⑤血圧測定 ⑥尿検査 ⑦腹囲の測定 ⑧
貧血検査 ⑨肝機能検査 ⑩血中脂質検査 ⑪糖代謝検査 ⑫心電図検査 計１２項目
・基本検査項目受診料･･･７,１２８円(税込）※8,208 円のところ 1,080 円の会員割引
・人間ドック→１名につき２,０００円補助
当所会員事業所の役員、従業員、家族従業員が対象です。
実施機関

健 診 日 時

（会場は、加茂市産業センター）

（一社）新潟県労働衛生医学協会
３／１１(月)(午前の部のみ)
TEL:025-267-1200

９:００～１１:００

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。

◆青年部２月公開例会のご案内 ～どなたでも参加できます～
ラジオでおなじみ ミノルクリス滝沢が夢を語る！
〇日 時
平成３１年２月１２日（火）１８:３０～２１:００（開場１８:００）
〇場 所
加茂市産業センターホール（幸町 2—2—4）
〇講 師
ラジオパーソナリティー ミノルクリス滝沢 氏
〇テーマ
夢を語ろう！未来のために
〇参加費
無料（定員／先着３００名）
※詳しくは、加茂商工会議所青年部事務局 TEL:52-1740（担当／明間）まで。

◆会議所２月の主な行事予定
５日（火）
・第３四半期業務・会計監査
10:00～
６日（水）
・正副会頭会議
12:00～
８日（金）
・小規模企業振興委員会
12:00～
１２日（火）
・青年部２月公開例会
18:30～
・第 87 回インターナショナル ギフトショー出展
／於：東京ビッグサイト（～15 日）
１６日（土）
・日商ＰＣ検定・電子会計実務検定
10:30～
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１９日（火）
・常議員会
12:00～
２０日(水)
・リテールマーケティング検定
（1～3 級） 9:30～
２４日（日）
・第 151 回簿記検定試験
9:00～
２７日（水）
・鉄工部会役員会
12:00～
・人材活用セミナー
13:30～
２８日（木）
・サービス部会役員会
14:00～

◆高年齢者雇用の人材活用セミナー
○日
○場
○講
○内

時
所
師
容

平成３１年２月２７日(水）１３:３０～１５:３０
加茂商工会議所会議室
共栄人事労務研究所 所長 野田 孝 氏
・定年の引き上げ、継続雇用制度の進め方、無期転換ルールへの対応
・高年齢者雇用に役立つ助成金 他
○受講料 無料
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。

◆電子マネー・カード決済・スマホ決済セミナー
○日
○場
○講
○内

時
所
師
容

平成３１年３月８日（金）１３:３０～１５:３０
加茂商工会議所会議室
(同)ライトサポートアンドコミュニケーション 代表社員 西 俊明 氏
・クレジットカードや電子マネーの需要はここまで来ている
・電子マネー対応でお客様の利便性アップ
・タブレットＰＯＳレジを簡単、安価に導入しよう（補助金活用について）他
○受講料 会員１,０００円
非会員３,０００円
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。

◆ワーク・ライフ・バランスセミナー
「働き方改革」の対応策

職場で取り組むべきことは？

〇日 時
〇場 所
〇講 師
〇参加費
〇内 容

平成３１年３月１１日（月）１４:００～１５:３０
加茂商工会議所会議室
社会保険労務士法人こじま事務所 所長 小 島 正 晴 氏
会員１,０００円
非会員３,０００円
・年次有給休暇５日取得義務化に伴う対応策
・職場の魅力度アップのための取り組み 他
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。

◆第４０回新入社員歓迎式典並びに新入社員セミナー
本年４月に加茂市、田上町に就職される新規学卒就職者を対象に新入社員歓迎式典並びに新
入社員セミナーを下記のとおり開催いたします。詳細は後日ご案内いたします。
○日 時 平成３１年４月９日（火）１３：３０～１７：００
〇場 所
加茂商工会議所会議室
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。
※切らずにこのまま FAX してください

上記セミナー参加ご希望の方は、下記申込書にご記入の上お申し込みください。
※参加される番号に○をつけてください 。
（ＦＡＸ：５２－４１００）
事業所名

参加者名

住

電話番号

所

１．青年部２月公開例会

２．人材活用セミナー

４．ワーク・ライフ・バランスセミナー

３．電子マネー・決済セミナー

５．新入社員セミナー
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